


このたびは、BANDAOGITAL ENTERTAI_ENTCO.,LTD.Windows対応ソフト「Victorian 

Park」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に取り扱い方'使用上の 

注意等、この「取扱説明書」をよくお読みいただき' 正しい使用法でご愛用ください。なお、この「取 

扱説明書」は大切に保管してください。  

cつレよフ フザン 

康上のご注意 

ゲームを楽しむ前に ^ w _、 — 
書ゲーム串は部iをilるくし、iiiに近づきすぎないように';養意しよう。 

癱ゲームをするときは、_藤のため、1蒔_ごとに1〇分〜5分の休憩をとつ 

rfさい。 s 
•#れているときやii禾萣でのゲームは避けましよう。 

iれた扶豫やiiして：にわたるブレイは上好ましくありません。 
■からは、できるだけilれてプレイすることを心ダけま4ミ。5在' ご 
くまれに、麁い紫の®iや、紫のiiを§けている時に' 一時的に筋肉のけ 

いれんや、iiのi吴などの！故が镜れるという飼があり赛す二このよう？ 
ことを麟したことのある又は、このソフトをプレイ！;る前に必ず医把相 
議してください。また' このソフトをプレイしている蒔' このような症状か 

||きた逢〇は、達やかにゲームを止めて瘥飾の診義を受けるよ^にしてくた 

さい0   

※Windows対応CD-ROMソフトです。 
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※Disc2は、Disciの裏面のトレイに入っています。 
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ff飽f奉濃^ 

2 

「ここはいったいどこなんだろ3 ?……j 

クトリアン•パークは夢の中に存在する不思議な遊園地。 

^\\ 気な海賊連、ハンプティ•ダンプティや三月兎、 

て身の毛もよだつような恐ろしい®血鬼が、 

r f Y 今や遅しとあなたの入場を待っています。 

\ \ \ 時、誰が、どんな目的で作ったのか？ 

そ!^は〇きりとは判5ない謎の世界0 

\^rT\ネこ快な音楽や出し物が繰り返し演じられ、 

^ 通りgお客を呼びこむ楽しげな声が響いています。 

^の遠く^^永通にそういったことが嫌いているのです…… 

JT I j!しmこに住む住人逢の誰一人として、 
コのこ％に疑問を持っ者はぃなぃのです。 

」 /さあ、，なたは遊園地へ迷いこんだ兄妹の一人となって、 

nr^sJJ / 3つのアトラクシヨンを体験しながs、 
こ/の奇妙な世界の謎へ迫って行かねばなりません。 

果^T>あ^:は、去クトIJアン•パークに腰された謎のすべてを解き明かし、 

\(/ fび現実の世界へ帰って来ることができるでしょうか？ 



WORLD 

kタトWy •メ^夕®世葬 
ビクトリア時代の有名な小説「宝島」、「不思議の国のアリス」、「吸血鬼ドラキュラ」を 
モチーフにした3つのアトラクシヨンがあり、個性的でユーモラスな住人達がチケ 
ットを持ったお客様を待っています。 

^ r海賊たちのショウボートj 
あなたが夢の遊園地の中で初めて体験するア 
トラクション。海賊船八ボック号のジャック 
船長が宝島の世界へ案内してくれます。 

免「不思議の国のラビリンス」 
アリスのアトラクシヨン。不思議な迷路のあ 
ちこちにルイス•キヤ□ルが生み出した愉快 
な住人たちがいます。 

I 
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OPERATION 

インXトール 
^必要なシステム 

「ビクトリアン•パーク」をWindows上でプレイしていただくには以下の 
システムが必要です。 

• Windows95及び Windows3.1対応 

• CPU:486DX66MHz 以上 

• CD-ROMドライブ:2倍速以上 

•サウンドカード:100%ウインドウズコンパチブルであること 

• 256色表示可能なモニター 

争空きメモリ10MB以上 

インストール方法 
CD-ROMのルートにあるSETUP.EXEをクリックして下さい。 
セツトアップを開始します。画面の指示に従ってセットアップを行って 
下さい。. 

OPERATION VitToriafi卿h 
プレイ方法 

4ゲームの操作 
令移動 

矢印キ_ tが前進。^--►で、それぞれの方向を向きます。 

〇アイテムを取る•使う 
マウスで選択してクリックします。 

^ゲームの始め方 
辑動画面のStartボタンを押すと新しくゲームを始められます)また、前回セーブした場所から 
^了ムを再開したい場合には'セーブ•ファイルを口1して下さい。新しくゲームを始ぶる— 

主人公の選択画面になります。兄と妹のどちらかを選択してゲームをスタ—卜して下さい。 

^セーブ•ロード•終了 
画面右下のCDのアイコンをクリックすると|tz—ブ.□—ド.終了を選択できます。セーブの場 
ラドセーブテータに名前耷付けて保存して下さい。□—ドの場合は開きたいセーブデータを選 
択して、開いて下さい。終了ボタンを押すと終了します。 

0ディスクの交換 

ミーブデータに名前藍付けて保存して下さい。DISC2を入れると、開 < セーブデ1•夕を聞かれます。 
DISC1終了時に保存したデータを選択して、開いて下さい。 _ 



OPERATION 

令画面の見方 

•移動 
前進、右向き、左向きは方向キーを使います。 
更に、画面を良く探すと、力ーソルがポイン 
ターから移動カーソルに変わることがありま 
す。そこでクリックすると方向キーでは行け 
ない場所に移動することができます。 

•物にさわる 
画面に見えている物体に力ーソルを近づけると 
カーソルの形が様々に変わります。この形は、 
クリックをすると何が起こるのかを示していま 
す。危険そうな物を触るときには特に力ーソル 
の形に注意してください。 
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0イベントポイント 

■ポインター 
通常状態の力ーソルです。画面右下に 
あるシステムポタン' ポケットポタン、 
アイテムポタンを押すとぎに使います。 

■調べる 
このカーソルの下にあるものに触りま 
す。触つた結果、何かが起こります。 

■手にとる 
この力ーソ>1しの下にある物は持Qて行 
くことができます。_ 

(P 
■移動する 
特別な物体、梯子、隠れた扉等がある 
場合この形になります。クリックで移 
動します。 

ィ私 
アイテムボタンを押すとアイテムボタ 
ンに表示されているアイテムの形の力 
ーソルになります。この状態で画面を 
クリッラすると、そのアイテムをそこ 
で使つたことになります。アイテムが 
特別な反応を起こす場所ではカーソル 
色が変わります。 



OPERATION 

Tイチ厶 
^画面の見方 

_一 

VifloriAftfarli 

4主なアイテム 

•アイテムの選択 
画面右下にあるポケットをクリックするとボケ 

参％/卜の中の画面になります。ここで使いたいア 
イテムを選択して0Kボタンを押すとアイテム 
ボタンの中にアイテムが表示されます。 

国1 

■照準 
銃等の飛び道具を使うときに表示され 
ます。 \y 

■ブレイド 
刀を使うときに表示されます。 

3f 

■コィン ipfc 
お金です。通常は自動的にやり取りさ4 

れますが、自分から槪、たいと#には_ 
選択してアイテムとして使います。 © 

アイテムボタンをクリックするとアイテムを使 
うモードになります。この状態のときには力一 
ソルがアイテムの形になり、画面をクリックす 
るとアイテムを使ったことになります。アイテ 
ムポタンを再び押すと通常の状態に戻ります。 

■鍵 
閉まつたドアの鍵穴等に近づけてクリ 
ツクします。 

■キヤfィ 

Iff使うと钟で食べfしま重ので 

■ねじ 
最初から持ってし、ます。何に使うか不 
明のアイテム。 

I© % II 



OPERATION 

ン厶 
令話しかける 

^質問に答える 

画面上にいる人物をクリックすると話しかけた 
ことになります。但し、相手もお喋りをしたい 
気分であるとは限りません。相手の機嫌を損ね 
ないように注意してください。 

会話中に相手が質問をしてくることがあります。 
単純な質問の場合には、Yes/Noのウインドウ 
が出てクリックで選択になります。Yesは首を 
縦に振っているほう、Noは首を横に振ってい 
るほうです。質問の内容が複雑な場合には、答 
えを表わすグラフィックの中から自分の答えを 
選んでクリックしてください。 

12 

OPERATION 

チケット 
#チケツトシステム 

3つのアトラクシヨンに入場するには、各アトラクシヨ 
ンに対応した入場チケットが必要です。もしチケットを 
持つていないのなら、ビクトリアン•パークのどこかに 
あると言われる失われたチケットマシーンを発見するし 
かありません。 



K夕パータMAP 



CHARACTERS _ 

皇人会少年（兄) 

^ / A 

c^wfcp 
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分落かう 
のにれよ 

たりこの 
な眠、ど 
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夜さ 
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苦，ダ， 
寝 

る 
あ 
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CHARACTERS Vitforia rl{ 

皇人公少女（錄) 

あなたの分身であり、この物語の主人公…… 
少年よりも2つほど年下の10才の少女だ。 

あなたはゲームを始めるにあたって、この兄妹のうちのどちらかを選択して 
夢の遊園地へ出発することになる。 

37 



CHARACTERS 

ジャック 

「海賊たちのショウポート」を \ 
取り仕切つている海賊船八ボック号の船長ジャックは、 

宝探しの魅力に取り憑かれている。 
果たして、"遊園地に眠る宝物”とはいったい何なのだろうか!？ 

i8 

CHARACTERS VitTonafi翁h 

何かにつけて主人公に嫌がらせをする、 
海賊船ノ Vポック号の甲板長兼商店街のゲームセンターのオーナー。 

威張り屋の彼は、どうやらジャック船長の 
部下という立場には満足していないようだ…… 

39 



CHARACTERS 

，、ンター 

波止場の近くの小屋に住む男。 
ちょっとばかり謎めいたところがあるが、 

いつも主人公に優しくアドバイスをしてくれる。 
もしもゲームに行き詰まったなら、彼を訪ねてみても良いだろう。 

m 

海賊船ノ Vボツク号の航海長でジヤツク船長の頼りになる片腕。 
荒くれ者の多い海賊船の中で 

困っている主人公を励ましてくれる優しい男だ。 
海賊船に乗っていない時には、商店街で古道具屋を開いている。 

21 



CHARACTERS 

インチ” 

迹4地のチケットの謎に取り憑かれ、 
その研究に没頭する孤独な男。 

彼の口から明かされる遊園地のチケットをめぐる秘密とはいったい何か9 
あなたはその謎のすべてを解き明かさなくてはならない。 

22 

CHARACTERS Viflorian^arli 

IF,夺ュ, 

恐ろしい怪物。 

n 



ACTOR&ACTRESS 

主人公 高山みなみ 

ジャック 大友龍三郎 

太っちょ 鈴木清信 

八ンター 中村秀利 

ヴアルド 高山勉 

インテリ 園部啓一 

パーテン 宇垣秀成 

黒犬 西村智博 

公爵婦人 巴 菁子 

トィードルディーとトィードルディーダム 木藤聡子 

白兎 堀本等 

マッド.八ッター 津久井教生 

/ 女王 
勝生真沙子 

八/プティ•ダンプティ 柴本浩行 

ドラキュラ 仲木隆司 

ナレーション 小室正幸 

24 

小室正幸 

STAFF Vitronoftfar}i 

ディレクター 
シナリオ 

チーフ3Dアーティスト 
キャラクターデザイン 

3Dアーティスト 
3Dアニメーター 
3Dアニメーター 

2Dビジュアルデザイナー 
2Dビジュアルデザイナー 

ゲームインターフェース•デザイン 
胃# 

サウンドエフェクト 
チーフプログラマー 

プログラマー 
カパー•デザイン 

コピーライター 
ガイドブック•デザイン 

吹替キヤステイング 
協力 

Special Thanks 
プ□デューサー 

アシスタント•ブ□デューサー 
プロモーション 

エグゼクティブ•プロデューサー 
制作 

長沢孝夫 
八尋峻 
福間晴耕 
柳草一郎 
三阪英一 
小島智代 
Goopy Rossi 
木地本珠生 
古野本聡 
有限会社アシュビー 
葛生千夏 
ツーファイブ/近藤ゆか 
水林博昭 
高木展子 
伊丹友広(イットイズデザイン） 
小澤竹彦(有限会社コンポグラフィックス） 
杉山桂子 
須子博方 
81プロデュース 
Robb Dean 
Michael Gitmor 
森田伸 
十河小百合 
飯田貴寛 
川上靖博 
木原啓雄 
竹久清彦 
山本健介(有限会社アクワイア） 
CYBERFUX INC. 
君嶋由紀子/伊藤裕二 
高世詳史 
古田真美/赤坂雄治 
宮河恭夫/黒川文雄 
エフツウ株式会社 
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I本ソフトウェアをお使いになる前に本契約をよくお読みください。本ソフトウェアをお使いになることにより、本契j 

j約条項の拘束を受けることに合意したものと見なされます。本契約条項に同意される場合は' 同封のお客様登録カーi [ドに必要，項を記入の上、株，会社バンダイ.デジタル.エンタテインメント宛にご返送下さい。 

1_ ffi用許諾 本契約が添付されているディスク' ROM、その他すベての記録媒体上の' アプリケーション.ソフトウェア、デ 
モンストレーション.ソフトウェア' システム•ソフトウェア及び本契約に伴うその他のソフトウェア（以下総称して「ソフ 
トウェア」と称します）、ならびに関連書類及びフォントは、株式会社バンダイデジタル•エンタテインメント（以下「バ 
ンダイ•デジタル.エンタテインメント」と称します）により使用許諾されるものです。「ソフトウェア」及びフォントが記 
録されているディスク本体の所有権は購入者にありますが' 「ソフトウェア」ならびに関連醫類及びフォントの著作権及びそ 
の他の知的財産犓は、バンダイ.デジタル.エンタテインメントおよび/またはバンダイ.デジタル.エンタテインメントに 
対する使用許諾者が保有いたします。本使用許諾により、購入者に以下の事柄を許諾いたします。 

(a) 「ソフトウェア」及びフォントは1台のWindowsプラットフォーム製品のみで使用することができます。 
(b) バックアップ用にのみ機械が読み取り可能な形で「ソフトウェア」及びフォントの複製を1部作成することができます。 
購入者は' 「ソフトウェア」及びフォントに付されたバンダイ.デジタル.エンタテインメントの著作権表示及びその他の知 
的財産権の表示と同じ表示を複製したものに付さなければなりません。購入者は' 本使用許諾に基づき付与された棬利を第三 
者に対して譲渡することはできません。 

2•制限 「ソフトウェア」は著作物であることに加え、企業秘密その他の財産上の榷利の対象となっているものであるため、 
購入者は、法律により許諾されている埸合を除き、「ソフトウェア」をデコンパイル' リバースエンジニアリング' ディスア 
センブル、その他の方法により人間が読み取り可能な形に変換してはなりません。購入者は「ソフトウェア」の全部及び一部 
分のいずれについても、修正し' 伝送し、レンタルし、リースし' 頒布し又はこれらに基づいて二次的著作物を創作してなり 
ません。さらに購入者は「ソフトウェア」につき' 1つのコンピュータから他のコンピュータへ伝送ならびに電算ネットワー 
クを通しての伝送のいずれも行ってはなりません。 

3. 好了 本契約は、これが終了するまで有効ですが、瞬入者が本契約条項の彳つにでも違反したときには、バンダイ.デジタ 
ル•エンタテインメントからの通知なく自動的に終了するものとします。また' 「ソフトウェア」、関連書類及びフォント並 
びにそのコピーすべてを破棄することにより' 購入者は何時でも本契約を終了させることができます。本契約が終了した塌合 
は直ちに、「ソフトウェア」' 関連書類及びフォント並びにそのコピーすベてを破棄していただかなければなりません。 

4. 輸出法にHする保lil 購入者は、「ソフトウェア」、バンダイ•デジタル•エンタテインメントが提供する技術資料及 
び直接それに依拠して制作された物を、アメリカ合衆国の法律' 命令並びに規則などで許認可された場合を除き、アメリカ含 
衆国外に輸出しないことに同意し、保証するものとします。「ソフトウェア」が、合法的にアメリカ合衆国外にて入手された 
埸合、購入者は「ソフトウェア」、バンダイ•デジタル•エンタテインメントが提供する技術資料及び直接それに依拠して制 
作された物を、アメリカ合衆国および入手した司法管轄の法律、命令並びに規則などで許認可された埸合を除き、その入手し 
た地域外に輸出、移送もしくは再輸出しないことに同慝し、保証するものとします。 
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5. 钃钵についてのM限保証 バンダイ•デジタル•エンタテインメントは、通常の使用下において、購入日（領収書の写しな 
どにより購入者が証明可能な日でなければなりません）から9 0日間、「ソフトウェア」及びフォントが記録されているフロ 
ッピーディスク又はコンパクトディスクに材質上又は製造上の瑕疵がないことを保証します。本契約に基づくバンダイ•デジ 
タル•エンタテインメントの霣任および購入者に対する救済の内容は、本粂規定の保証に合致しないディスケットおよび/ま 
たはコンパクトディスクがバンダイ•デジタル•エンタテインメントまたは正統な権限を有するバンダイ•デジタル•エンタ 
テインメントの代表者に領収書の写しとともに返送された場合に、それらの交換を無償にて行うことに限られます。尚、バン 
ダイ•デジタルエンタテインメントは、事故、濫用又は誤用により、ディスケットおよび/またはコンパクトディスクに瑕 
疵が生じた場合には取り替えの黃任を負いません。商品価値と特定の目的に対する適合性を含めて、ディスケットおよび/ま 
たはコンパクトディスクの全ての黙示的な保証は、製品を受け取ってから9 0日以内に制限されています。本保証は特定の法 
的推利を供与するものですが、その他の棰利については、該当する法規に従うものとします。 

6. rソフトウェア」についての保証の放* 購入者は、「ソフトウェア」及びフォントの使用に関するリスクは全て瞬入者が 
負ろことを明白に理解し同意するものとします。「ソフトウェア」、関連書類及びフォントは、一切の保証又は条件を伴わず 
に「現状有姿で」提供されるものとし、バンダイ.デジタル•エンタテインメント及びバンダイ•デジタル•エンタテインメ 
ントに対する使用許諾者（第7粂及び第8条においては、バンダイ•デジタル•エンタテインメント及びバンダイ•デジタル- 
エンタテインメントに対する使用許諾者を総称してバンダイ•デジタル•エンタテインメントと称します）は、商品価値と特 
定の目的に対する適合性についての黙示的保証を含めて、明示または黙示の保証をしません。バンダイ•デジタル•エンタテ 
インメントは、「ソフトウェア」の機能が購入者の要求を満足すること、「ソフトウェア」が中断せずに正常に稼働すること、 
ならびに「ソフトウェア」およびフォントにおける欠陥が修正されることのいずれについても、何らの保証も行いません。 
さらにバンダイ•デジタル•エンタテインメントは、「ソフトウェアJ、フォント及び関連書類の使用、ならびにそれらの使 
用によりもたらされる成果の的確性、正確性、信頼性ならびにその他一切に関して、何らの保証も行いません。バンダイ- 
デジタル. エンタテインメントまたは正統な権限を有するバンダイ•デジタル•エンタテインメントの代表者による口頭もし 
くは書面での一切の情報、説明、助言等は、購入者に対する新たな保証を意味するものではなく、また、本契約に垦づく保証 
の範囲を拡大するものではありません。「ソフトウェア」に瑕疵があった埸合は、かかる瑕疵の修補などに要する費用はすべ 
て購入者が負担するものとし、バンダイ•デジタル•エンタテインメント及び正統な権限を有するバンダイ，デジタル.エン 
タテインメントの代表者は負担いたしません。偶然または必然的な損害の除外または制限を認めない司法管轄もあり、上記の 
限定または除外はお客様に適用されない塌合もあります。 

7. 颺任MR ノ Xンダイ•デジタル•エンタテインメントはいかなる埸合においても、「ソフトウェア」、関連軎類及びフォン 
卜の使用、又はそれらを使用できなかったことにより生じた偶発的損害、特別損害又は結果損害については、例えそのような 
損害発生の可能性がバンダイ•デジタル•エンタテインメント又は正統な楢限を有するバンダイ•デジタル•エンタテインメ 
ントの代表者に予め知らされていた塌合でも、購入者に対し何らの黃任を負いません。偶発的損害または結果損害の除外また 
は制限を認めない司法管轄もあり、上記の限定または除外はお客様に適用されない埸合もあります。 
すべての損害、損失、および訴訟原因（契約に基づくものであるか、不法行（過失を含む）であるか、もしくはその他の事由 
に基づくものであるかを問わない）に対するパンダイ.デジタル•エンタテインメントの賠價霣任は、「ソフトウェア」およ 
びフォントに対して購入者が支払った総額を上限とします。 

8. 通用法および分_条項 本契約は日本国法の遇用を受け、それに基づき解釈されるものとします。本契約中のある条項が管 
轄のある裁判所により法に抵触すると判断された塌合には、その条項は法の許容する最大限度の法的効力を有するものとし、 
本契約中の他の条項は完全な法的効力を保持するものとします。 

9. 一觳条頂 本契約は、「ソフトウェアJ、関連書類及びフォントの使用についての双方の同意事項をすべてまとめた唯一 
のもので、本件に関して本契約に先立って、あるいは並行して行われた同意や合憲は、それが口頭であっても書かれたもので 
あっても、それらすべてに優先します。正統な檑限を有するバンダイ•デジタル•エンタテインメントの代表者が書面で同意 
した埸合を除いて、本契約に対するいかなる修正や変更も行われることはありません。 

2? 



ール大募集 
当社では、このソフトに関するご意見、アイディア、メッセージなどを下記のE-Mail 
アドレスで受け付けております。お送りいただいたメールの一部は当社のホームページ 
(http://www.channel.or.jp/)で紹介させていただきます。さらにその中から抽選で 
粗品を進呈します。 

7ii- pipstaff@cnannel.or.jp - 
ホームページに紹介する場合は、メール本文中からの掲載となります。お名前•メールアドレスの掲載も希望される方は、 
本文の最後にお書き添えください。なお、お寄せいただいたアイディアは当社に帰属いたしますのでご了承ください。 
、商品の内容に関しては、サボートセンターにお問い合わせください。___j 

このソフトの内容についてのご質問は、サボートセンターまでお問い合わせください。 

株式会社バンダイ■デジタル•エンタテインメントサポートセンター 

電話番号 03-3864-5588 

FAX番号03-3864-3450 
t ^111東京都台東区蔵前3-1-10葳前セントラルビル5F 

•電話受付時間月〜土曜日（祝日を除く）11時〜19時 
•電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにしてください。 

おことわり 
商品の規格、生産には万全の注慝をはらっておりますがソフトの内容が非常に複雑なために、プログ 
ラム上、予期しない不都合が発見される場合が考えられます。万一、誤動作等を起こすような場合が 
ございましたら、ご一報ください。 

Windows推»環境 
• Windows95及びWindows3.1 •サウンドカード100%ウインド 

♦対応 ウズコンパチブルであること 

• CD-ROMドテTT: 2描通以上 •空きメモリー10MB以上 

• 256色表示可能なモニター 

♦この製品を当社に無断で、複製(複写、録音)するこ 
と、内容の映像等を無断で上映、放送、公開演奏、 
レンタルすることは法律により禁じられています。 

♦この製品の輸出、使用営業及び貨貸を固く禁じます。 

発売元 

株式会社バンダイ■デジタル•エンタテインメント 

東京都台東区蔵前3-1-10蔵前セントラルビル8F〒111 

♦CD-ROMディスク対応プレーヤー以外では絶対に再生しないでく/どさい。 
スピーカーを&續するれがあります。また、へッドホンをご利用になる 
場合、大音量によっては耳に傷害を被つたりします。 

B釅 CD-ROM(ディスク)の取扱上のご注意 
くディスクの扱いかた> 

•ケースから、ディスクを出すときは、まずホルダーの 
中心部を押さえて取り出してください。 

(その時ディスク面に触れないよろにしてください。） 
參ディスクを持つときには' 必ずディスクの中心部か' 

はじを持って、信号面に手を触れないよろにしてくだ 
さい。 

參ディスク面には指紋や汚れ、傷をつけないよラに注意 
してください。 

•ディスクに鉛筆やマジック、ボールペンなどで字を書 
いたり、紙やシールなどをはらないでください。 

•ディスクは非常にデリケートですので、決して曲げた 
り、強い力を加えたりしないよ〇、注意してください。 

<セツト時の注意> 
•ディスクをセツトする前に、ブレーヤーが、テレビ又は 
モニターと正確に接続できているか確認してください。 

•プレーヤーにディスクをセツトする時は、ディスクの 
ラベル面を上にして正確にセツトしてください。 

•プロジェクシヨンテレビ(スクリーン投影方式のテレビ） 
に接続すると、残像光屋による画面焼けが生じる可能 
性があるため接続しないよう、注意してください。 

•プレーヤーの使用方法に関しては、プレーヤーの取扱 
説明書を必ずお読みください。 

<ディスクのお手入れ> 

X 
•ディスクについた指紋やホコリなどは、水を含ませた 
やわらかい布でふいたのち、乾いた布で軽くふいてく 
ださい。 

•ディスクをふくときには、必ず、ディスクの中心から 
外側に向かってまっすぐふいてください。（回しながら 
ふかないよろにしてください。） 

#シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナ 
—や静電防止剤などは、ディスクを傷めることがあり 
ますので使わないでください。 

<ディスクの保管> 

參プレイ後は、元のケースに入れ、 
避けて保管してください。 

•直射日光の当たる場所、暖房機具の近くなど温度が高 
くなる場所には置かないでください。 
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ゲームを始める前に必ずお読み下さい。 

•ゲームの開始方法 

【windows3.1の場合】 
CD-ROMのルートにある、SETUP.EXEをダブルクリックして起動させてください。もし、お 
客様のシステムにWin32s及びWinGがインスIルされていなければインストールしてくだ 
さい。インス!ルが無事終了するとWindowsが再起動されます。また、そのときグルー 
プ” VictorianPark”とアイコン” VictorianPark”ができていますので、そのアイコンをダブル 
クリックするとゲームが開始されます。 

-Windows3.1でWin32s及びWinGをインストールしなかったお客様へ 
もし、システムにWin32s及びWinGがインス!ルされていなければ、VictorianParkが起動せ 
ず終了しますので、CD-ROMのルートにある、SETUREXEをダブルクリックして起動させて 
Win32s及びWinGをインスIルしてください。 

-Windows3.1でプレイするお客様へゲーム上の注意事項 
システムの状況によっては、オープニングのムービーでメモリーエラー「Sorry,anon- 
recoverable memory error has occured (ID#数字).Click "OK" to exit to windows.」が表示され、ケー 
ムが終了して しまう場合があります。 その場合には、ViktorianParkの最初の画面で、Continue 
を選択し、CD-ROMのSTART.RTDを口ードしてプレイしてください。尚、Windows95では上 
記のメモリーエラーは起こりません。 

【Windows95の場合】 
インス!ルは必要ありません。Windows95の起動後にCD-ROMをドライブにいれれば、自 
動的にVictorianParkが開始されます。 

•ゲームの保存方法 

[Save Game]を選択すると、ファイル•ダイアログが現れます。デフオルトでは【ドライ 
ブ1がCD-ROMドライブを選択していますので、丨ドライブ1をハードディスク•ドライブ 
等に変更し、適当なファイル名を付けて保存して下さい。 

株式会社バンダイ•デジタル_エンタテインメント 




